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10/1～31
お知らせ information

総合計画後期基本計画外部評価
委員を募集

市第5次総合計画の施策について評
価し、意見を述べていただきます。
他の審議会などの委員である人は応
募できません◇応募資格＝市内在住
で20歳以上の人（令和2年10月1日現
在）◇募集人数＝2人◇任期＝令和3
年7月31日まで◇応募方法＝小論文

「これからのまちづくりの課題と展
望について」（400字程度）に住所、氏
名、年齢、電話番号を明記し、郵送
かFAX、または電子メールで担当へ 
▪締10月15日（木）※消印有効◇選考方
法＝書類審査
▪担経営企画課薀94-4845 93-2689
 kikaku@isehara-city.jp

児童手当などの定例支給
中学校卒業までの児童を養育してい
る人に児童手当などを支給していま
す。支給は原則として、認定請求し
た月の翌月分からです。受給中の人
は10月15日（木）に定例支
給があります。詳しくは
10月上旬に送付する支払
通知書で確認を。
▪担子育て支援課薀94-4633 

ミュージックチャイムの放送時
刻を変更

防災いせはらでお知らせしている
「夕やけ小やけ」の放送時刻が、10月
1日から午後4時30分に変わります。
▪担危機管理課薀94-4865

10/7 全国一斉Ｊアラート試験放送
国から発信される地震や武力攻撃な
どの緊急情報を確実に伝達するた
め、防災いせはらのスピーカーから
放送が流れます。内容は、くらし安
心メールや消防テレホンサービス
（薀93-3555）でも確認できます▪時10
月7日（水）午前11時※サイレン音は
流れません。中止の場合は市ホーム
ページ、くらし安心メールでお知ら
せします
▪担危機管理課薀94-4865

クマにご注意ください
秋はクマの活動が活発になります。
被害に遭わないよう、次のことに注
意しましょう◇早朝や夜間に外出す
る際は鈴やラジオなどを携帯して人
の気配を知らせる◇遭遇した場合は
慌てず静かに立ち去る◇餌になる生
ごみを家の周りに放置しない
▪担農業振興課薀94-4664

愛の献血
▪時①10月10日（土）午前10時～正午、
午後1時～4時②10月19日（月）午前10
時～午後0時30分、午後2時～4時▪場
①MIプラザ②市役所◇②は伊勢原 
ライオンズクラブの協力による骨髄
バンクドナー登録会も開催
▪担健康づくり課薀94-4609

年金生活者支援給付金の請求を
新たに支給対象となった人には、日
本年金機構から10月中旬以降に必要
書類が届きます。支給は請求日の翌
月からです。詳しくは問い合わせ先
へ※引き続き支給対象となる人は手
続き不要
▪問ねんきんダイヤル薀0570-05-1165
▪担保険年金課薀94-4520

県子育て支援員研修
12月～令和3年1月に開催する、県内
で小規模保育事業や一時預かり事業
などに従事する人向けの研修です。
申し込み方法など詳しくは、県ホー
ムページで「子育て支援員研修」を検
索するか、問い合わせ先へ▪対県内在
住･在勤･在学の人▪締10月30日（金）
▪問（株）ポピンズ薀03-3447-5826
▪担子ども育成課薀94-4638

スポーツ施設のある公園に屋外
型AEDを設置

テニスコートや野球場などがある公
園に、いつでも使用可能で未就学児
への処置にも使えるAED（自動体外
式除細動器）を設置しました。万が
一のときには消防署に救急要請する
とともに、周りの人が力を合わせて
迅速に対応することが求められてい
ます。ご協力をお願いします◇設置
場所＝チャンピオンすずかわパーク、 
東富岡公園、総合運動公園子どもの
広場※いずれもトイレの外壁に設置

AED収納ボックス
扉を開けると音が
鳴ります

▪担みどり公園課薀94-4759

「みんなのベンチ」寄付を募集
市内の公園などに、伊勢原産木材を
利用したベンチを設置しませんか。
ベンチには寄付者の名前とメッセー
ジを記載したプレートやクルリンプ
レートを取り付けられます。詳しく
は市役所2階の担当へ◇金額＝3万円、 
5万円、10万円（税抜き、デザインに
より異なる）▪申担当で配布する申込
書に記入し直接担当へ※申込書は市
ホームページ「募集」からも入手可

メッセージ
プレート例

クルリン
プレート

Ｂタイプ（５万円）のベンチ

▪担みどり公園課薀94-4759

山岳救助合同訓練を実施
横浜市消防局航空隊と訓練を行いま
す。ヘリコプターの飛行音などでご
迷惑をおかけしますが、ご理解をお
願いします▪時10月6日 
（火）午前9時30分～
正午▪場日向･西富岡
地内※雨天中止
▪担消防署警備第2課薀95-2119

就学時健康診断
令和3年4月から小学校に入学する児
童を対象に行います。9月中旬に日
程や会場の通知を保護者宛てに郵送
しました。届かない場合は担当に連
絡を。
▪担学校教育課薀74-5168

おいでよ、大山小学校へ（指定
校変更の募集）

特色ある教育活動を行っている大山
小学校に、他の通学区域から就学で
きます。申し込み方法
など詳しくは、担当へ
▪対令和3年4月から小学
校に入学する児童
▪担教育指導課薀74-5247

催　　し 講座・教室など
event

リサイクルフェア
シルバー人材センターで修理した家
具の販売やごみ減量化･再資源化に
関するパネル展示など◇食品ロス削
減の一環としてフードドライブも実
施。賞味期限まで3カ月以上ある未
開封の食品をお持ちください。詳し
くは担当へ▪時10月24日（土）午前9時～ 
午後2時▪場資源リサイクルセンター
（下糟屋）

▪問シルバー人材センター薀92-8801
▪担環境美化センター薀94-7502

認知症サポーターステップアッ
プ研修

認知症になっても安心して暮らせる
まちづくりのため、地域で活動する
人を養成。公認心理師による講話や
声かけの模擬訓練▪時11月6日（金）午
後1時～3時30分▪場中央公民館▪対認知
症サポーター養成講座を受講済みの
人30人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

高血糖予防の食生活
血糖値が高めの人の食事について管
理栄養士がお話しします▪時10月23日

（金）午前10時30分～11時30分▪場中央
公民館▪対市内在住･在
勤の人15人（申込順）▪申
住所、氏名、年齢、電
話番号を明記しFAX、 
または電話か直接市役
所分室の担当へ
▪担健康づくり課薀94-4609 93-8389
 

骨粗しょう症予防の食生活
管理栄養士による骨の健康が気にな
る人向けの講話▪時10月28日（水）午前
10時30分～11時30分▪場中央公民館▪対
市内在住･在勤の人15人（申込順）▪申
住所、氏名、年齢、電話番号を明記
しFAX、または電話か直接市役所分 
室の担当へ
▪担健康づくり課薀94-4609 93-8389

ミニ観察会
グリーン･インストラクターと植物
や生き物を観察▪時10月25日（日）午前
10時～正午◇集合･
解散＝いせはら塔の
山緑地公園※当日受
付、雨天中止
▪担みどり公園課（いせはらサンシャ
イン･スタジアム内）薀96-6466

子ども科学館　薀92-3600

展示室は一部再開しています。プラ
ネタリウム、工作教室など館内のイ
ベントは全て予約制で、人数制限が
あります。申し込み方法など詳しく
は、施設かホームページでご確認く
ださい。

※入館料は展示室利用料、観覧料はプラネタリ
ウム利用料です

大人 小•中
学生

4歳以上
小学生未満 4歳未満

入館料 300円 100円 無料
無料

観覧料 500円 200円 200円

プラネタリウム投影番組
10月24日（土）以降のスケジュールは
お問い合わせください。

10/3･4 10:30□/13:30○/
15:30◎

10/10･11･17･18 10:30◎/13:30○/
15:30◎

□＝親子･一般向け番組「目指せ!?火星ライフ」
○＝ 親子･一般向け番組「ポラリス2 ルシア

と流れ星の秘密」
◎＝親子･一般向け番組「ハナビリウム」
　　※10：30の回は星空解説なし

※費用の記載がないものは原則無料です。お問い合わせは各担当へ、郵送は
「〒259-1188伊勢原市役所◯◯◯課」で届きます（住所の記入は不要です）

※催しなどの対象は原則、市内在住･在勤･在学の人です

市･県民税（普通徴収） ·········· 3期分
国民健康保険税···················· 7期分
介護保険料 ··························· 7期分
後期高齢者医療保険料 ········ 4期分

納期のお知らせ
納期限11月2日（月）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

8月 1～8月
発　生 21 158（+31）
死　者  0   0（－ 2）

負
傷
者

計 21 187（+23）
重  3   7（+ 2）
軽 18 180（+21）

10/5•7•12•19•26

10/5•7•12•19•26

10/12•26

10/5•12•19•26

利用基準や休館日を変更している場
合があります。詳しくは各施設へ。

たぬき先生の実験教室
▪時10月中の土･日曜日、午前9時30分～ 
10時30分▪対小学生～中学校1年生各
日6人（申込順、保護者同伴）

たぬき先生のやさしいおもちゃ
づくり

紙飛行機など、簡単にできる楽しい
おもちゃ作りを体験▪時10月中の土･
日曜日、午前11時～
正午▪対4歳～小学校5
年生各日6人（申込順、 
保護者同伴）

エメラルド先生のやさしい木工教室
電動糸ノコギリを使って木工を楽し
む▪時10月中の土･日曜日①午後1時30
分～2時30分②午後3時～4時▪対小学
校3年生～中学生各回4人（申込順、
保護者同伴）

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
景の会 水彩画展
▪時10月1日（木）～14日（水）

野の会による対面朗読（視覚障
がい者向け）

希望する人は電話で申し込みを。

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、広報紙面に掲載しているイベン
トなどでも中止や延期が決定してい
る場合があります。詳しくは各担当
か市ホームページ「新型コロナウイ
ルス感染症に伴うさまざまなお知ら
せ」でご確認ください。
　イベントなどに参加する際は、検
温やマスクの着用、手洗いなどの予
防対策にご協力ください。

10/5•12•19•26
※中央公民館は10/26以外は開館
※大田公民館は10/5･19は開館

10/5•12•19•26

10/5•12•19•26

10/5•12•19•26

令和2年度明るい選挙啓発ポスター
コンクール　市審査の結果

　応募総数594点（小学生539点、
中学生55点）の中から、優秀作品
に11点、佳作に54点、会長賞に1
点が選ばれました。優秀受賞者は
次の皆さんです（敬称略）。
小学校の部　俵夏実（竹園小5年）、 
満生優那（伊勢原小5年）、髙橋希
寧（同6年）、越地亜衣（同）、山本

怜奈（大田小6年）関西凰次朗（大山
小6年）
中学校の部　長田かなで（山王中1
年）、小倉日向（成瀬中1年）、伊藤
未夢（中沢中2年）、上野こず枝（同
3年）、古津清正（自修館中3年）
▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

令和3年成人式は2部制で実施します
　令和3年の成人式は、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため、居
住地ごとに時間帯を分け、新成人
のみの入場を予定しています。当
日は式典の模様をインターネット
でも配信します◇介助で同伴が必
要な場合は担当にご連絡ください
※今後の状況により、開催方法を
変更する場合があります。最新の
情報は市ホームページ「成人･就
職」→「成人式」でご確認ください

と　き　令和3年1月11日（月）①午
前11時～11時30分②午後1時30分～ 
2時
ところ　市民文化会館大ホール
対　象　平成12年4月2日～13年4 
月1日生まれで①伊勢原･中沢中学
校区在住の人②山王･成瀬中学校
区在住の人※現在市外在住の人や
指定時間以外の参加も可能です
▪担青少年課薀94-4647

※費用はすべて無料、★印は要予約

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 20日（火）13：00～16：00

人権･広聴相談課
薀94-4717

法律相談★
（予約は相談日の週初めから）

 9日（金）･16日（金）･23日（金）・
30日（金）13：00～16：00

行政相談★ 21日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 15日（木）13：30～16：00
司法書士相談★  8日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 12日（月）･26日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 14日（水）13：30～16：00
人権相談★ 中止 薀94-4716

消費生活相談 月～金曜日9：30～12：00、
13：00～16：00

消費生活センター
薀95-3500

マンション管理相談★
▪締23日（金） 28日（水）13：00～16：00 建築住宅課薀94-4782

②

成年後見などの行政書士相談★ 14日（水）13：00～15：00
成年後見･権利擁護推
進センター薀94-9600高齢者･障がい者などの

法律相談★ 21日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★  7日（水）13：30～16：00
平塚保健福祉事務所秦
野センター保健予防課
薀82-1428

10 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベン
トなどが中止となっている場合があります

● 会 員 募 集 ●

●市民混声合唱団 カンタービレ
コーラスで元気に◇体験あり▪時月3
回水曜日午前10時～正午▪場たくみビ
ル（桜台1丁目）▪費月4000円
▪問木下薀95-7307

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

● イ ベ ン ト ●

●「のびのび描こう会」作品展
小学生のクレパスや水彩画、共同制
作。大作もあり▪時10月9日（金）～11 
日（日）午前9時～午後6時（9日は午後
1時～、11日は午後5時まで）▪場中央
公民館
▪問柴田薀91-3302
●ふじやま公園観察会
オケラの花を一緒に観察▪時10月13日
（火）午前10時～正午▪定5人（申込順）
▪申氏名、電話番号を明記しFAXで
▪問酒井薀 94-2570
●Let's初めてのテニス
ゆっくりと分かりやすく指導▪時10月
16日～11月13日の毎週金曜日･全5回、 
午前10時～正午▪場市ノ坪公園テニス
コート▪対初心者10人（申込順）▪費4000
円▪締10月14日（水）
▪問エンジョイテニスの会･東

ひがし

嶋
じま

薀080-5473-9304

●大人のための韓国語講座
ネイティブの先生と楽しく学ぶ▪時10
月29日～12月17日の毎週木曜日･全8
回【中級】午後6時～7時【初級】午後7
時30分～8時30分▪場市民文化会館▪費
各5000円▪申電話で
▪問国際文化交流協会･前田薀090-6489- 
2803（平日午前11時～午後4時）
●研修会「地域創生、産学連携と
大学生～失敗しながら学ぶ～」
地域のボランティアと学生との関わ
りを学ぶ▪時10月31日（土）午後2時～4
時▪場伊勢原シティプラザ▪定30人（申
込順）▪費300円▪申電話かFAXで
▪問地域福祉を考える会･中台
薀95-6665 20-9320
●伊勢原市文化財協会･見学会
市内の石造物探訪（高部屋地区･その
2）◇文化庁補助金事業▪時11月7日（土） 
午前10時～◇集合＝日向薬師バス停
▪申電話で▪締11月4日（水）
▪問陶

す

山
やま

薀93-0964（午後6時以降）

みんなの伝言に掲載を希望する人は、 
掲載希望号発行日の2カ月前から1カ
月前までに書面で広報戦略課へ。先
着順に受け付けます。なお、会員募
集は年度に1回の掲載とします。

モザイクアートの写真を募集中です
　インターネットで寄せられた写真を組み合わせ、
日本遺産「大山詣り」を描いた浮世絵を再現します。
完成した作品は令和3年3月から市役所で展示するほ
か、市ホームページに掲載します。
　応募方法など詳しくは、市ホーム 
ページ「市制50周年サイト」→「記念事 
業」→「みんなの写真でモザイクアー 
トをつくろう!」をご覧ください。皆
さんの思いがこもった写真をお待ち
しています。
締め切り　11月13日（金）
▪担経営企画課薀94-4845

「みんなの写真でモザイ
クアートをつくろう！」

完成イメージ（原画を加工）

市制50周年記念事業


